
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
 
 

２０２１年 １１月 №267 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

１１月の休館日 
 

 

★平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 

★土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 

★市政図書室の開館時間は、平日と土曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

★休館日や、開館時間については状況により変更になる場合がございます。 
 

 

 

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
1 日・8 日・15 日・22 日・29 日 

市政図書室（日曜日・祝日） 3 日・7 日・14 日・21 日・23 日・28 日 

 

今月のひろば 

P.2 図書館集会室の抽選のお知らせ 

P.3 中央図書館で「わたしを支えてくれた本」 

の展示を行いました 

P.4  ～上半期図書館展示紹介～ 

P.7 図書館に入った新しい本 

P.20 お問い合わせは、お近くの図書館へ 

P.21 図書館員の本箱 

P.22 おはなし会のお知らせ 

P.24 移動図書館ひまわり号 11月・１２月巡回日程 
 

祝日３日・２３日は 

開館しています（市政図書室除く） 
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図書館集会室の抽選のお知らせ 

例年抽選会を開催していましたが、今回から参集していただく必要はありません。

お申込みいただいた内容で図書館職員が抽選を行い、後日抽選結果を通知いたしま

す。 

定期利用を希望される団体は、下記の受付期間に申込をお願いいたします。 

 

 

◆利用期間：令和４年度前期（令和４年４月～令和４年９月） 

◆対象  ：市内在住・在勤・在学者により構成される非営利目的の団体 

     （音楽など実技を伴う場合は利用できません） 

 

◇申込受付期間：令和３年 11 月 2 日（火）～11 月 26 日（金） 

◇申込方法 ： 各図書館窓口（中央図書館・高幡図書館・百草図書館）へ 

        持参・郵送・FAX、E メールで申込。 

※郵送の場合は 11 月 26 日（金）必着。 

※E メールの場合は、本文に申込書の内容を記載、または 

申込書を添付。 

※申込書は図書館 HP でもダウンロード可。 

◇結果通知方法：郵送または E メール（申込書でどちらかを選択） 

◇結果通知時期：12 月 3 日（金）～12 月 10 日（金） 

◇申込先 ：中央 ☎ 586-0584  FAX : 586-0579 

高幡 ☎ 591-7322  FAX : 594-2655 

百草 ☎ 594-4646  FAX : 594-4647 

      E メール〈全館共通〉 lib-event@city.hino.lg.jp 

※タイトルは「集会施設申込（利用したい館名）」とすること。 

 

※お問い合わせは各図書館にお願いいたします。 
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中央図書館で 

「わたしを支えてくれた本」 
         の展示を行いました 

今夏、中央図書館をご利用の皆さんにアンケートで「苦しい時心の支えになっ

た本」や「疲れた時元気をもらった本」を教えていただきました。その結果、約 30

件の回答が集まりました。 

自殺対策強化月間である 9月に、挙げられた本を展示しました。 

また、併せて書いていただいた「本にまつわるエピソード」も掲示しました。 

多くの方が立ち止まってご覧になって 

おり、展示棚からすぐ本が無くなってし 

まうほどよく貸出されていました。 

ご自身の経験を詳しく書いてくださっ 

た回答もあり、本への思いがとてもよく 

伝わってきました。 

コロナ禍で苦しい思いをしている方が増えている中、間接的に自身の経験やお

すすめ本を語り、他者のことを知る場になれば、という思いで始めましたが、皆

さんの真摯な回答のおかげで、そういった場にできたのではないかと思います。 

回答してくださった皆さん、 

ありがとうございました！ 
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百草図書館 5 月テーマ展示【鳥になりたい】より 

『子どもと一緒に覚えたい 野鳥の名前』 

山崎 宏／監修 加古川 利彦／絵 マイルスタッフ ２０１８年４月刊 

コロナ禍で遠方の実家になかなか帰省できず、ふと「ああ、鳥になって飛んで

いきたいな」と思ったのがきっかけのこのテーマ展示。この本は野鳥のことを全

く知らない親子が読んでも楽しめる、身近な鳥を紹介した１冊です。 

日野市の市鳥、カワセミ。「程久保川で見たよ！」と教えてくれた小学生、「青

色と魚をとらえる瞬間が素晴らしい、早朝見に行くのが楽しみなんだ」とおっし

ゃる方もいました。個人的にはアイドル野鳥「エナガ」の紹介文に魅かれました。

写真と絵の両方で楽しめ、実際の鳥の大きさが、どんぐりと比べてあるのも面白

いです。 

 

～上半期図書館展示紹介～ 

4 月のテーマ 

中央図書館 …「SDGs ってなんだろう」 

高幡図書館 …「魚・サカナ・さかな・肴」 

日野図書館 …「陸の生き物編」 

多摩平図書館…「トマトを食べて元気になろう」 

平山図書館 …「ジェンダー 平等を実現しよう」 

百草図書館 …「安全安心に暮らす」～SDGs GOAL 6」 

 

5 月のテーマ 

中央図書館 …「『食べる』から『環境』を考える」 

高幡図書館 …「エネルギーを考えよう」 

日野図書館 …「安全な水とトイレを世界中に」 

多摩平図書館…「健康維持には体操は大切ですよ！」  

平山図書館 …「仕事について」 

百草図書館 …「鳥になりたい」 

 

図書館では毎月各館で、テーマを決めて図書展示をしています。 

上半期の各館展示をまとめてみました。 

展示した本が気になる方は職員へお尋ねください。 

https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008171
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008111
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008131
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008151
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008191
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008192
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008231
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008311
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008332
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do？ListyCod-8000008251
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008351
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008291
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平山図書館 6 月テーマ展示「SDGｓについて」より 

「ムズカシそうなＳＤＧｓのことがひと目でやさしくわかる本」 

本田亮／著 小学館 2021 年 6 月 

日野市は 2019 年 7 月に東京都内で初めて「SDGs 

未来都市」に選定され、取組を進めています。 

さて、そのＳＤＧｓ、聞いたことはあるし、17 の目 

標も目にしたことはあるけれども、いまいち中身を理解 

していない…という方におすすめの本です。 

この本では、ＳＤＧｓの各ゴールからいくつかのター 

ゲットを取り上げ、イラストとわかりやすい文章で紹介 

しています。世界を旅してきた著者の体験談も織り交ぜ 

られているので、実感がわきます。漢字にルビがふられ 

ているので、親子で学べる一冊です。 

 

６月のテーマ 

中央図書館 …「多摩の生き物」 

高幡図書館 …「森といきる」 

日野図書館 …「じぃじ、ばぁばの孫育て奮戦中」 

多摩平図書館…「夏が来る！快適に過ごすために」 

平山図書館 …「SDGｓについて」 

百草図書館 …「食育」 

 

７月のテーマ 

中央図書館 …「街中にある不思議」 

高幡図書館 …「ゆうゆうシニアライフその２」 

日野図書館 …「SDGｓ」 

多摩平図書館…「The ゴミ」 

平山図書館 …「人工知能 AI」 

百草図書館 …「色の世界」 
 

https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008171
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008111
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008131
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008151
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008191
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008192
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日野図書館 8 月テーマ展示「文化 ～違うって面白い～」より 

『目からウロコの文化人類学入門 －人間探検ガイドブック―』 

斗鬼正一／著 ミネルヴァ書房 2003 年 4 月 

読後、自分の世界の狭さに気付き、こびりついた 

偏見に驚く。人はたまたま、ある環境に生まれ、そ 

こに順応できるような生き方を身につけていく。 

たまたまなので自分は遠い国のあの人だったかも 

しれない。身近な他人も同じ。ひとりひとりの異な 

る常識を持っている。不快に思う言動をするあの人 

も私のふるまいに首をかしげているかもしれない。 

身の回りの常識をなぜ？と観察するわくわくと、お 

互い様の気付きを受け取れる本だ。 

 

８月のテーマ 

日野市平和月間に合わせて「平和」をテーマとしています 

中央図書館 …「平和の種をまいた人々」 

高幡図書館 …「戦争の物語を通し、平和について考える」 

日野図書館 …「文化～違うって面白い」 

多摩平図書館…「戦争を伝える人たち」 

平山図書館 …「世界の平和について考える」 

百草図書館 …「世界平和もひとりひとりの心の平穏から」 
 

９月のテーマ 

中央図書館 …「わたしを支えてくれた本」（特集３ページ） 

高幡図書館 …「SDGs」 

日野図書館 …「すべての人に健康と福祉を」 

多摩平図書館…「9 月は認知症を知る月間です」 

平山図書館 …「認知症を知る」 

百草図書館 …「認知症」 

 

https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008171
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008111
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008131
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008151
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008191
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008192
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008171
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008111
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008131
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008151
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008191
https://www.lib.city.hino.lg.jp/licsxp-opac/WOpacSdiTmeMtaListDispAction.do?ListCod=8000008192
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    図書館に入った 新 し い 本 
8月 27日から 9月 23日の間に入った本です。 

誌面の都合で掲載できなかった本もあります。 

児童書は掲載していません。 

 

０００ 読書・出版・ジャーナリズム                                       
未来のきみを変える読書術 なぜ本を読むのか？ 苫野 一徳／著 筑摩書房 019 

書物と貨幣の五千年史 永田 希／著 集英社 020.4/ﾅ 

著作権ハンドブック 先生、勝手にコピーしちゃダメ  

宮武 久佳／著 東京書籍 021.2  

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           
聖書を読んだら哲学がわかった キリスト教で解きあかす「西洋哲学」超入門 

MARO／著 日本実業出版社 130  

子どもの心が見えてくる エリクソンに学ぶ 佐々木 正美／著 ゆいぽおと 143  

夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学  

アントニオ・ザドラ／著 紀伊國屋書店 145.2  

心はどこへ消えた？ 東畑 開人／著 文藝春秋 146  

お稲荷さんと霊能者 内藤 憲吾／著 河出書房新社 147.3  

「運と不運」には理由があります  

銀座のママは見た、成功を遠ざける残念な習慣 33  

伊藤 由美／著 ワニ・プラス 159  

さよたんていのおなやみ相談室 さよたんてい／著 ぴあ株式会社関西支社 159  

キリスト教とシャーマニズム なぜ韓国にはクリスチャンが多いのか  

崔 吉城／著 筑摩書房 190.22  

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                
20世紀のグローバル・ヒストリー 大人のための現代史入門  

北村 厚／著 ミネルヴァ書房 209  

図説日英関係史 1600-1868 横浜開港資料館／編 原書房 211.8  

慶長遣欧使節 伊達政宗が夢見た国際外交 佐々木 徹／著 吉川弘文館 215.2  

明暦の大火 「都市改造」という神話 岩本 馨／著 吉川弘文館 215.4  

戦争・記憶 沖縄戦と集団自決 亀山 亮／著 青土社 217.5  

知れば知るほど面白い朝鮮王朝の歴史と人物 康 煕奉／著 実業之日本社 221 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 
ロマノフ朝史 1613-1918 下  

サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ／著 白水社 238  

世界大富豪列伝 19-20世紀篇・20-21世紀篇  

福田 和也／著 草思社 280.4/ﾌ 

「知の巨人」立花隆のすべて 文藝春秋 281/ﾀ 

カムカムエヴリバディ 平川唯一と「ラジオ英語会話」の時代  

平川 洌／著 NHK出版 281/ﾋ 

図説鎌倉北条氏 鎌倉幕府を主導した一族の全歴史  

野口 実／編著 戎光祥出版 281/ﾎ 

バイヤード・ラスティンの生涯 ぼくは非暴力を貫き、あらゆる差別に反対する  

ジャクリーン・ハウトマン／著 合同出版 289.8/ﾗ 

世界 197 カ国のふしぎな聖地＆パワースポット  

神秘の古代遺跡 驚異の大自然 謎の巨石 祈りと奇跡の地 地球の歩き方 290.9  

戦争とバスタオル 安田 浩一／文 亜紀書房 290.9  

御船印でめぐる全国の魅力的な船旅  

御船印めぐりプロジェクト公式ガイドブック 地球の歩き方 291  

旅する喫茶店 52 Kissatens for travelers 旅行読売出版社 291  

焼きそばの果てしなき旅 小野瀬 雅生／著 ワニ・プラス 291  

るるぶサ活 首都圏サウナガイド JTBパブリッシング 291  

ヴィーガンレストランガイド東京 日本ヴィーガン協会公式  

日本ヴィーガン協会／監修 JTBパブリッシング 291.36  

東京の謎(ミステリー) この街をつくった先駆者たち  

門井 慶喜／著 文藝春秋 291.36  

横浜・鎌倉半日さんぽ ひとりが楽しい！近場でうれしい！おすすめ！  

清野 博／著 昭文社 291.37  

熊野古道をあるく 2021 JTBパブリッシング 291.66  

地図でスッと頭に入るヨーロッパ 47 カ国  

ジョン・タウンゼント／監修 昭文社 293  

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           
ウイグル・香港を殺すもの ジェノサイド国家中国  

福島 香織／著 ワニブックス 302.22  

なぜ日本は中国のカモなのか 石 平／著 産経新聞出版 302.22  

いまどきの「ドイツ」と「日本」 本音で対論！  

マライ・メントライン／著 PHP研究所 302.34  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 
現代アメリカ社会を知るための 63章 2020年代  

明石 紀雄／監修 明石書店 302.53  

権力は腐敗する 前川 喜平／著 毎日新聞出版 312.1  

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会議員に聞いてみた。 

和田 靜香／著 左右社 312.1  

墜落 「官邸一強支配」はなぜ崩れたのか 森 功／著 文藝春秋 312.1  

中国共産党帝国とウイグル 橋爪 大三郎／著 集英社 312.22  

アンゲラ・メルケル 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで  

マリオン・ヴァン・ランテルゲム／著 東京書籍 312.38/ﾒ 

アメリカ副大統領 権力への階段  

ケイト・アンダーセン・ブラウワー／著 白水社 312.53  

約束してくれないか、父さん 希望、苦難、そして決意の日々  

ジョー・バイデン／著 早川書房 312.53  

従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳／著 筑摩書房 316.1  

格差と分断の社会地図 16歳からの<日本のリアル>  

石井 光太／著 日本実業出版社 316.3  

東京 23区×格差と階級 橋本 健二／著 中央公論新社 316.3  

ホロコースト最年少生存者たち 100人の物語からたどるその後の生活  

レベッカ・クリフォード／著 柏書房 316.88  

地域学入門 山下 祐介／著 筑摩書房 318  

北方領土交渉史 鈴木 美勝／著 筑摩書房 319.1  

わたしの味方になる法律の話 マンガでわかる！  

遠藤 研一郎／著 大和書房 320.4/ｴ 

こども六法の使い方 山崎 聡一郎／著 弘文堂 320.7  

よくわかる中国法 王 雲海／編著 ミネルヴァ書房 322.92  

これ 1冊で大丈夫！民法改正と新しい相続対策がゼロからわかる本 

 節税・争族対策・相続手続きを難易度付きで完全解説 

 ひかりアドバイザーグループ／編 清文社 324.7  

図解いちばん親切な家族信託の本 宮田 浩志／著 ナツメ社 324.7  

刑務所の精神科医 治療と刑罰のあいだで考えたこと  

野村 俊明／著 みすず書房 326.5  

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン／著 原書房 334.3  

SDGsがひらくビジネス新時代 竹下 隆一郎／著 筑摩書房 335.1  

会社四季報業界地図 2022年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 335.2  

ファッションの仕事で世界を変える エシカル・ビジネスによる社会貢献  

白木 夏子／著 筑摩書房 335.8  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 
図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 2021-2022年版  

関根 俊輔／監修 新星出版社 336  

クラウド・リスク・マネジメント PwCあらた有限責任監査法人／編 同文舘出版 336.1 
よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑  

大野 萌子／著 サンマーク出版 336.4  

銭躍る東シナ海 貨幣と贅沢の一五ー一六世紀 大田 由紀夫／著 講談社 337.22 

債券のしくみがこれ 1冊でしっかりわかる教科書  

イラストでパッと見てわかる！ 土屋 剛俊／監修 技術評論社 338.1  

決定版デジタル人民元 世界金融の覇権を狙う中国  

木内 登英／著 東洋経済新報社 338.9  

税金の世界史 ドミニク・フリスビー／著 河出書房新社 345.1  

スタンフォード式人生を変える人間関係の授業  

デイビッド・ブラッドフォード／著 CCCメディアハウス 361.4  

繊細な人鈍感な人 無神経なひと言に振り回されない 40の考え方  

五百田 達成／著 PHP研究所 361.4  

知識ゼロからの空き家対策 杉谷 範子／著 幻冬舎 365.3  

マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か #MeTooに加われない男たち  

杉田 俊介／著 集英社 367  

DVはなおせる！ 加害者・被害者は変われる 栗原 加代美／著 さくら舎 367.2 

私はイスラム教徒でフェミニスト ナディア・エル・ブガ／著 白水社 367.2  

二重に差別される女たち  

ないことにされているブラック・ウーマンのフェミニズム 

 ミッキ・ケンダル／著 DU BOOKS 367.25  

ノーベル文学賞が消えた日 スウェーデンの#MeToo運動、女性たちの闘い  

マティルダ・ヴォス・グスタヴソン／著 平凡社 367.6  

市民による訪問型生活支援サービス 有償ボランティアで取り組む人に  

齊藤 紀子／著 学事出版 367.9  

女性ホームレスとして生きる 貧困と排除の社会学  

丸山 里美／著 世界思想社 368.2  

カザモニカ 黄金便器のゴッドファーザー  

フロリアーナ・ブルフォン／著 早川書房 368.5  

子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島 淑惠／著 KADOKAWA 369 

障害者総合支援法がよーくわかる本  

福祉行政法令研究会／著 秀和システム 369.2  

すき間の子ども、すき間の支援 一人ひとりの「語り」と経験の可視化  

村上 靖彦／編著 明石書店 369.4  
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 
娘の遺体は凍っていた 旭川女子中学生イジメ凍死事件  

文春オンライン特集班／著 文藝春秋 371.4  

教育論の新常識 格差・学力・政策・未来  

松岡 亮二／編著 中央公論新社 372.1  

学校の役割ってなんだろう 中澤 渉／著 筑摩書房 373.1  

図解・表解教育法規 “確かにわかる”法規・制度の総合テキスト  

坂田 仰／共著 教育開発研究所 373.2  

PTAモヤモヤの正体 役員決めから会費、「親も知らない問題」まで  

堀内 京子／著 筑摩書房 374.6  

100年無敵の勉強法 何のために学ぶのか？ 鎌田 浩毅／著 筑摩書房 375.1  

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ２  

The Real British Secondary School Days ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3  

日本の私立大学はなぜ生き残るのか 人口減少社会と同族経営:1992-2030  

ジェレミー・ブレーデン／著 中央公論新社 377.21  

発達障害の子どもの生活の工夫と伸ばす言葉がけ イラスト図解  

田中 康雄／監修 西東社 378  

伝わる！つながる！親子の手話じてん  

全国早期支援研究協議会／編 ごま書房新社 378.2  

スイーツ歳時記＆お菓子の記念日 吉田 菊次郎／著 松柏社 383.8  

中国料理の世界史 美食のナショナリズムをこえて  

岩間 一弘／著 慶應義塾大学出版会 383.8  

情報と国家 憲政史上最長の政権を支えたインテリジェンスの原点  

北村 滋／著 中央公論新社 391.6  

陸軍中野学校全史 斎藤 充功／著 論創社 391.6  

自衛隊はアフリカのジブチで何をしているのか 小山 修一／著 育鵬社 392.1  

アメリカンビレッジの夜 基地の町・沖縄に生きる女たち  

アケミ・ジョンソン／著 紀伊國屋書店 395  

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

ギタンジャリ・ラオ STEMで未来は変えられる  

ギタンジャリ・ラオ／著 くもん出版 407  

最強に面白い！！数学パズル ニュートンプレス 410.7  

文系のためのめっちゃやさしい天気 渡部 雅浩／監修 ニュートンプレス 451  

図解・天気予報入門 ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するのか  

古川 武彦／著 講談社 451.2  

散歩が楽しくなる花の手帳 稲垣 栄洋／監修 東京書籍 470  
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 
植物たちのフシギすぎる進化 木が草になったって本当？  

稲垣 栄洋／著 筑摩書房 471  

くらべてわかる貝殻 識別ポイントで見分ける 黒住 耐二／文 山と溪谷社 484  

人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか  

ビル・ブライソン／著 新潮社 491  

体の不調は「脳疲労」が原因だった たまった疲れを解消する頭皮セラピー  

長田 夏哉／著 青春出版社 492.75  

認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら？  

筧 裕介／著 ライツ社 493.75  

世界を大きく変えた 20のワクチン 

 新型コロナワクチンを含め、有効率90%超のワクチンが、人類をいかに感染症から救ってきたか 

齋藤 勝裕／著 秀和システム 493.82  

いちばんやさしい腎臓病の人のためのたんぱく質べんり帳 食材＆料理 480 点 

主婦の友社／編 主婦の友社 494.93  

悩んでいませんか？女性の頻尿・尿もれ 巴 ひかる／監修 主婦の友社 495.47  

肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方  

耳鼻咽喉科の専門医が教える 浦長瀬 昌宏／著 主婦の友社 496.8  

きみの体は何者か なぜ思い通りにならないのか？  

伊藤 亜紗／著 筑摩書房 496.9  

歯医者が教える歯の Q＆A大全  

虫歯●矯正●歯磨き●セラミック●インプラント●ホワイトニング  

小谷 航／著 クロスメディア・パブリッシング 497  

呼吸の本 谷川 俊太郎／著 フォレスト出版 498.3  

サウナのトリセツ 自律神経の名医が教える！ 小林 弘幸／著 学研プラス 498.37  

知識ゼロでも楽しく読める！たんぱく質のしくみ  

イラスト＆図解 佐々木 一／監修 西東社 498.55  

即やせ！オートミール神レシピ 新谷 友里江／著 ナツメ社 498.58  

ポストコロナの生命哲学 福岡 伸一／著 集英社 498.6  

海をわたった母子手帳 かけがえのない命をまもるパスポート 

 中村 安秀／著 旬報社 498.7  

死体格差 異状死 17万人の衝撃 山田 敏弘／著 新潮社 498.9  

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      
グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす  

森川 潤／著 文藝春秋 501.6  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 
プロダクトデザイン 101のアイデア スン・ジャン／著 フィルムアート社 501.8  

利根川民俗誌 日本の原風景を歩く 筒井 功／著 河出書房新社 517.21  

これってホントにエコなの？  

日常生活のあちこちで遭遇する“エコ”のジレンマを解決  

ジョージーナ・ウィルソン＝パウエル／著 東京書籍 519  

最近、地球が暑くてクマってます。  

シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法  

水野 敬也／著 文響社 519  

脱炭素革命への挑戦 世界の潮流と日本の課題  

堅達 京子／著 山と溪谷社 519.1  

MINAMATA W.ユージン・スミス／著 クレヴィス 519.7  

原子力村中枢部での体験から 10年の葛藤で摑んだ事故原因 

 北村 俊郎／著 かもがわ出版 543.4  

Instagram基本+活用ワザ 田口 和裕／著 インプレス 548.3  

知識ゼロからはじめる！プログラミング副業で月収 10万円  

高橋 千陽／著 技術評論社 548.5  

iPadおしゃれ活用術 iPadで暮らしも仕事ももっと楽しく便利になる  

宝島社 548.7  

基礎から楽しく学ぶファッション画 人物・アイテム・コーディネートの描き方  

木村 知世／著 エムディエヌコーポレーション 593.3  

 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本  

独立するならどっち！？ 関根 俊輔／著 新星出版社 673  

小売業界のしくみとビジネスがこれ 1冊でしっかりわかる教科書 

 中井 彰人／著 技術評論社 673.7  

フードコーディネーターの仕事 「食」のプロフェッショナルを目指す  

久保木 薫／編著 中央経済社 673.9  

一生働いても貯められない 1億円をすごい小型株に投資してつくる本  

坂本 彰／著 クロスメディア・パブリッシング 676.3  

数字選択式宝くじで 9500万円当てた力丸専務が教える富も運気も引き寄せる

20の極意 力丸 ヒロ子／著 主婦の友インフォス 676.8  

国鉄旅客列車の記録 客車列車編  

諸河 久／著 フォト・パブリッシング 686.21  

首都圏新系列電車 2021-22 ビジュアルガイド イカロス出版 686.21  

スマホ危機 親子の克服術 石川 結貴／著 文藝春秋 694  
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 
アフタートーク 石井 玄／著 KADOKAWA 699.6  

おかえりモネ Part２ 連続テレビ小説 安達 奈緒子／作 NHK出版 699.9  

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく  

川内 有緒／著 集英社インターナショナル 704/ｶ 

藤田嗣治パリを歩く 清水 敏男／著 東京書籍 723.8/ﾌ 

こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家・わかやまけんの世界 

 世田谷美術館／ほか編集 中日新聞社 726.5  

かんたんかわいいちぎり絵 BOOK  

ちぎって貼ってスティックのりと折り紙で楽しむ  

ウメチギリ／著 日貿出版社 726.9  

魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣  

石井 妙子／著 文藝春秋 740.28/ｽ 

美しい風景写真のマイルール 大和田 良／著 インプレス 743.5  

描かれた器 絵画と文学のヨーロッパ陶磁 大平 雅巳／著 平凡社 751.3  

僕が奇跡を起こせた方法 7本指のピアニスト  

西川 悟平／著 ロングセラーズ 762.8/ﾆ 

吹奏楽部バンザイ！！ コロナに負けない オザワ部長／著 ポプラ社 764.6  

クワイエット・コーナー ２ 山本 勇樹／監修  

シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7  

歌から見える世界 伊藤 千尋／著 新日本出版社 767  

人生の BGMはラジオがちょうどいい 春風亭 一之輔／著 双葉社 779.1  

亡国の東京オリンピック 後藤 逸郎／著 文藝春秋 780.6  

筋肉の科学知識 体づくり編 健康に生きるための,筋肉の鍛え方  

ニュートンプレス 780.7  

ダブル・ゴール・コーチ 勝利と豊かな人生を手に入れるための指導法  

ジム・トンプソン／著 東洋館出版社 780.7  

勝つ！卓球「回転」レベルアップバイブル 試合で差がつくテクニック 55  

岸川 聖也／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.6  

山岳気象遭難の真実 過去と未来を？いで遭難事故をなくす 

 大矢 康裕／著 山と溪谷社 786.1  

人生にキャンピングカーを GAKU‐MC／著 A-Works 786.3  

動画で学ぶ太極拳 簡化 24式太極拳完全マスター  

中村 げんこう／著 日本文芸社 789.2  

日本の美 茶の美 北見 宗幸／監修・文 淡交社 791  
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８００ 語学                                                        
グラレコの基本 その場で「聞く・まとめる・描く」  

本園 大介／著 日本実業出版社 809.6  

常識として知っておきたい日本語ノート 齋藤 孝／著 青春出版社 810.4/ｻ 

ことばの「省略」とは何か 尹 盛煕／著 大修館書店 815  

世界一わかりやすい韓国語の文法 YUKIKAWA／著 KADOKAWA 829.1  

ニューエクスプレスプラス ロマ<ジプシー>語 角 悠介／著 白水社 829.8  

「英語が読める」の 9割は誤読 翻訳家が教える英文法と語彙の罠  

越前 敏弥／著 ジャパンタイムズ出版 837.5  

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く  

北村 紗衣／著 筑摩書房 901.4  

ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治／編著 立東舎 902  

寺山修司の<歌>と<うた> 齋藤 愼爾／編集 春陽堂書店 910.2/ﾃ 

村上春樹をめぐるメモらんだむ 2019-2021  

大井 浩一／著 毎日新聞出版 910.2/ﾑ 

万葉の鳥 和歌を通して鳥を愛でる鳥を知って和歌を味わう 

 山下 景子／著 誠文堂新光社 911.12  

シルバー川柳 11 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911.4  

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 
月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子／著 宝島社 913.6/ｱｵﾔ 

監禁 秋吉 理香子／著 双葉社 913.6/ｱｷﾖ 

フィッシュボーン 生馬 直樹／著 集英社 913.6/ｲｸﾏ 

炎上フェニックス 石田 衣良／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾀ 

おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ／著 中央公論新社 913.6/ｲﾇｲ 

旅のない 上田 岳弘／著 講談社 913.6/ｳｴﾀ 

万事オーライ 別府温泉を日本一にした男  

植松 三十里／著 PHP研究所 913.6/ｳｴﾏ 

コロナ狂騒録 海堂 尊／著 宝島社 913.6/ｶｲﾄ 

涅槃 上・下 垣根 涼介／著 朝日新聞出版 913.6/ｶｷﾈ 

さよならも言えないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版 913.6/ｶﾜｸ 

氷の鎖 久和間 拓／著 双葉社 913.6/ｸﾜﾏ 

たそがれ大食堂 坂井 希久子／著 双葉社 913.6/ｻｶｲ 

かぞえきれない星の、その次の星 重松 清／著 KADOKAWA 913.6/ｼｹﾏ 

アルテミスの涙 下村 敦史／著 小学館 913.6/ｼﾓﾑ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 
楽園のアダム 周木 律／著 講談社 913.6/ｼﾕｳ 

僕の種がない 鈴木 おさむ／著 幻冬舎 913.6/ｽｽｷ 

EV 高嶋 哲夫／著 角川春樹事務所 913.6/ﾀｶｼ 

ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな／著 PHP研究所 913.6/ﾃﾗﾁ 

転がる検事に苔むさず 直島 翔／著 小学館 913.6/ﾅｵｼ 

教場 X 刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹／著 小学館 913.6/ﾅｶｵ 

嗤う淑女二人 中山 七里／著 実業之日本社 913.6/ﾅｶﾔ 

大正浪漫 YOASOBI『大正浪漫』原作小説 NATSUMI／著 双葉社 913.6/ﾅﾂﾐ 

バイオハッカーQの追跡 那藤 功一／著 宝島社 913.6/ﾅﾄｳ 

伊豆箱根殺人回廊 西村 京太郎／著 祥伝社 913.6/ﾆｼﾑ 

女子大小路の名探偵 秦 建日子／著 河出書房新社 913.6/ﾊﾀ 

透明な螺旋 東野 圭吾／著 文藝春秋 913.6/ﾋｶｼ 

幸福の密室 平野 俊彦／著 講談社 913.6/ﾋﾗﾉ 

ダブル・ダブルスター 穂高 明／著 双葉社 913.6/ﾎﾀｶ 

アフター・サイレンス 本多 孝好／著 集英社 913.6/ﾎﾝﾀ 

困ったときは再起動しましょう 社内ヘルプデスク・蜜石莉名の事件チケット  

柾木 政宗／著 講談社 913.6/ﾏｻｷ 

共犯者 三羽 省吾／著 KADOKAWA 913.6/ﾐﾂﾊ 

子のない夫婦とネコ 群 ようこ／著 幻冬舎 913.6/ﾑﾚ 

老虎残夢 桃野 雑派／著 講談社 913.6/ﾓﾓﾉ 

本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫／著 講談社 913.6/ﾓﾘｻ 

ばにらさま 山本 文緒／著 文藝春秋 913.6/ﾔﾏﾓ 

乱世を看取った男山名豊国 吉川 永青／著 角川春樹事務所 913.6/ﾖｼｶ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

ひとりじめ 浅田 美代子／著 文藝春秋 914.6/ｱｻﾀ 

家族のようなあなたへ 橋田壽賀子さんと歩んだ 60年  

石井 ふく子／著 世界文化社 914.6/ｲｼｲ 

一人飲みで生きていく 稲垣 えみ子／著 朝日出版社 914.6/ｲﾅｶ 

みらいめがね ２ 荻上 チキ／著 暮しの手帖社 914.6/ｵｷｳ 

土になる 坂口 恭平／画・文 文藝春秋 914.6/ｻｶｸ 

90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野 綾子／著 ポプラ社 914.6/ｿﾉ 

百歳以前 徳岡 孝夫／著 文藝春秋 914.6/ﾄｸｵ 

長谷川京子おいしい記録 長谷川 京子／著 集英社 914.6/ﾊｾｶ 

ハリー、大きな幸せ 村井 理子／著 亜紀書房 914.6/ﾑﾗｲ 

沈黙のちから 若松 英輔／著 亜紀書房 914.6/ﾜｶﾏ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 
更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子／著 中央公論新社 916/ﾑﾗｲ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        
眠りの航路 呉 明益／著 白水社 923/ｺ 

時間の王 宝樹短篇作品合集 宝樹／著 早川書房 923/ﾊ 

骨を引き上げろ ジェスミン・ウォード／著 作品社 933/ｳ 

鏡と光 上・下 ヒラリー・マンテル／著 早川書房 933/ﾏ 

ユドルフォ城の怪奇 上・下 アン・ラドクリフ／著 作品社 933/ﾗ 

カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ サリー・ルーニー／著 早川書房 933/ﾙ 

エクエ・ヤンバ・オー アレホ・カルペンティエール／著 水声社 963/ｶ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      
稲荷書店きつね堂 ５ 蒼月 海里／著 角川春樹事務所 BN/ｱｵ 

浮世絵の女 剣客大名柳生俊平 18 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

殿様商売 暴れ旗本天下御免 井川 香四郎／著 徳間書店 BN/ｲｶ 

下町ロケット ３・４ 池井戸 潤／著 小学館 BN/ｲｹ 

絶望スクール 池袋ウエストゲートパーク 15 石田 衣良／著 文藝春秋 BN/ｲｼ 

耽美と憧憬の泉鏡花 小説篇 泉 鏡花／著 双葉社 BN/ｲｽ 

仇討検校 乾 緑郎／著 新潮社 BN/ｲﾇ 

鉄砲大将仁義 三河雑兵心得 6 井原 忠政／著 双葉社 BN/ｲﾊ 

七つの魔剣が支配する ８ 宇野 朴人／著 KADOKAWA BN/ｳﾉ 

隣人の愛を知れ 尾形 真理子／著 幻冬舎 BN/ｵｶ 

一日の終わりの詩集 長田 弘／著 角川春樹事務所 BN/ｵｻ 

京都伏見のあやかし甘味帖 ７ 柏 てん／著 宝島社 BN/ｶｼ 

飛燕(つばくろ)十手 若さま同心徳川竜之助 6 風野 真知雄／著 双葉社 BN/ｶｾ 

ごんげん長屋つれづれ帖 ３ 金子 成人／著 双葉社 BN/ｶﾈ 

ヘヴィーオブジェクト 人が人を滅ぼす日 上 鎌池 和馬／著 KADOKAWA BN/ｶﾏ 

わが名はオズヌ 今野 敏／著 小学館 BN/ｺﾝ 

恨み残さじ 空也十番勝負 2   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

鬼千世先生 手習い所せせらぎ庵 澤見 彰／著 祥伝社 BN/ｻﾜ 

ストレイドッグ 警視庁監察官 Q 3 鈴峯 紅也／著 朝日新聞出版 BN/ｽｽ 

君と漕ぐ ４ 武田 綾乃／著 新潮社 BN/ﾀｹ 

久遠の檻 天久鷹央の事件カルテ 7 知念 実希人／著 新潮社 BN/ﾁﾈ 

狩りの時代 津島 佑子／著 文藝春秋 BN/ﾂｼ 

剣鬼たち燃える 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 10 鳥羽 亮／著 文藝春秋 BN/ﾄﾊ 

伝説の隠密 しあわせ長屋人情帖 中岡 潤一郎／著 コスミック出版 BN/ﾅｶ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 
若殿はつらいよ 13 鳴海 丈／著 コスミック出版 BN/ﾅﾙ 

狼と香辛料 23 支倉 凍砂／著 KADOKAWA BN/ﾊｾ 

椿平九郎留守居秘録 ３ 早見 俊／著 二見書房 BN/ﾊﾔ 

海が見える家 逆風 はらだ みずき／著 小学館 BN/ﾊﾗ 

沈黙のパレード ガリレオ 9 東野 圭吾／著 文藝春秋 BN/ﾋｶ 

異形の山 南アルプス山岳救助隊 K-9 樋口 明雄／著 徳間書店 BN/ﾋｸ 

ある男 平野 啓一郎／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない 17 伏見 つかさ／著 KADOKAWA BN/ﾌｼ 

下町洋食バー高野 ２ 麻宮 ゆり子／著 角川春樹事務所 BN/ﾏﾐ 

三四郎拝領剣 ２ 藤村 与一郎／著 コスミック出版 BN/ﾌｼ 

龍ノ国幻想 １ 三川 みり／著 新潮社 BN/ﾐｶ 

天誅の剣 八木 荘司／著 新潮社 BN/ﾔｷ 

迷犬マジック 山本 甲士／著 双葉社 BN/ﾔﾏ 

怪盗黒猫 ３ 和久田 正明／著 二見書房 BN/ﾜｸ 

ふしぎ <霊験>時代小説傑作選 西條 奈加／著 PHP研究所 BN  

吉原饗宴 朝日文庫時代小説アンソロジー 菊池 仁／編 朝日新聞出版 BN  

木曜殺人クラブ リチャード・オスマン／著 早川書房 B/ｵｽ 

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 新潮社 B/ｶｿ 

ペスト カミュ／著 光文社 B/ｶﾐ 

暗黒地帯(ダーク・ゾーン) 上・下 トム・クランシーのオプ・センター   

トム・クランシー／著 扶桑社 B/ｸﾗ 

戦争と平和 ６ トルストイ／著 光文社 B/ﾄﾙ 

スリープウォーカー マンチェスター市警エイダン・ウェイツ 3  

ジョセフ・ノックス／著 新潮社 B/ﾉﾂ 

皮肉な終幕 レヴィンソン＆リンク劇場  

リチャード・レヴィンソン／著 扶桑社 B/ﾚｳ 

アクアマリンの再会 宇宙英雄ローダン・シリーズ 649  

H.G.エーヴェルス／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

新生ソト任命 宇宙英雄ローダン・シリーズ 648  

クルト・マール／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

1 カ月でいらないモノ 8割捨てられた！ 私の断捨離  

なとみ みわ／著 講談社 T0  

大人の片づけ できることだけやればいい 一田 憲子／著 マガジンハウス T0  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 
心とくらしが整う禅の教え 吉村 昇洋／著 オレンジページ T0  

型紙なしで作れる Baby ＆ Kids Handmadeの手づくり大人服＆小物  

Baby ＆ Kids Handmade／著 ナツメ社 T11  

フレンチシックなサイズとダメージのお直し  

藤本 裕美／著 産業編集センター T11  

リフォームの魔法 捨てられない服がよみがえる！ 檀 正也／著 講談社 T11  

男女共通で使える！かぎ針で編む帽子・マフラー・スヌード  

アップルミンツ T13  

メンズニット・セレクション M・L・LLサイズで編める 日本ヴォーグ社 T13  

20の花物語 ironna happaの刺しゅう  

シライ カズミ／著 文化学園文化出版局 T15  

あみぐるみが編みたくなる糸のあみぐるみ  

ふわふわでやわらかい！かぎ針で編む アップルミンツ T16  

80歳、村上祥子さんの元気の秘訣は超かんたんレンチンごはんだった！  

筋・骨・腸すこやかレシピ 村上 祥子／著 世界文化ブックス T41  

ぽんこつ主婦のいつもの食材でパパっと“高見え”レシピ  

橋本 彩／著 ダイヤモンド社 T41  

たんぱく質がたっぷりとれるスープジャー弁当  

松尾 みゆき／著 新星出版社 T42  

腸活オートミール弁当 簡単！おいしい！ 工藤 あき／監修 池田書店 T42  

有元葉子 乾物 切り干し大根、干し椎茸、きくらげ、かんぴょう、ずいき、大豆、 

干し湯葉、車麩、ひじき、煮干し、干し貝柱、干しえび、桜えび、じゃこ  

有元 葉子／著 家の光協会 T43  

塩ひとつまみそれだけでおいしく 荻野 恭子／著 女子栄養大学出版部 T43  

はじめてのおそとパン 作って食べて最高に盛り上がる  

吉永 麻衣子／著 主婦の友社 T45  

ポリ袋でつくるたかこさんのタルト・パイ・フロランタン  

がんばらなくても大丈夫！基本レシピとバリエーション 47  

稲田 多佳子／著 誠文堂新光社 T46  

ムラヨシフルーツパーラー 手軽な材料でつくる果物のお菓子 

 ムラヨシ マサユキ／著 NHK出版 T46  

伝統の技キラリ！暮らしを彩る和食器具 阿部 悦子／著 食べもの通信社 T48  

図解風の力で住まいを快適にする仕組み 野中 俊宏／著 エクスナレッジ T5  

食虫植物 不思議な生態と品種の美しさ 栽培の基本がわかる入門ガイド  

鈴木 廣司／監修 笠倉出版社 T6  

ブドウの鉢植え栽培 仕立て方・育て方 大森 直樹／編 創森社 T6  
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 
子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの？  

熱 鼻水 咳 嘔吐 下痢 便秘 腹痛 ブツブツ けいれん  

小野 英一／著 クロスメディア・パブリッシング T8  

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 寝かしつけの 100の“困った”をたちまち解決！ 

ねんねママ／著 青春出版社 T8  

親が子供に教える一生お金に苦労しない 12の方法  

荻原 博子／著 中央公論新社 T9  

集団生活が苦手な子のための子育てハッピーサポート BOOK 

 遠藤 雄策／著 アストラハウス T9  

 

Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

災害廃棄物管理ガイドブック 平時からみんなで学び,備える 

廃棄物資源循環学会／編 朝倉書店 SX0  

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                
図書館年鑑 2021 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会／ 

編集 日本図書館協会 R010.5  

歴史人物肖像索引 外国篇２  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R280.3  

世界国勢図会 2021/22 世界がわかるデータブック  

矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 R350.9  

見やすいカタカナ新語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R813.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14   

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 
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『自省録』 マルクス・アウレーリウス／著 

岩波書店 1956.10 
 

図書分類１５９番。 

図書分類とは、本をその内容別に分けることで、１５９番は「人生訓、教訓」にな

ります。私共の図書館でも、有名作家からスポーツ選手などいろいろな方が書かれ本

が、２００冊ほどあります。今回はその棚から１冊取り上げたいと思います。 

著者のマルクス・アウレーリウスは１８００年以上前のローマ人で、ストア哲学を

その行動原則としていた皇帝です。哲人と呼ばれたその皇帝が、日々の悩みや振り返

り考えたことを記した書物ですが、内容は、生きる上で、とても示唆に富んでいます。

自分にとっては、いつも怠惰な己を奮い立たせ、反省を促し、時には励まされたりす

ることが多いです。この本は、短いパラグラフで構成されていて、とても読みやすく

なっています。どの文章が心に響くかは、きっとそれぞれ違うと思いますが、読んだ

ことのない皆さんにも、きっと大切な言葉に出会うことが多いと思います。 

今年の夏に、当図書館の職員が、「私を支えてくれた本」（３ページ参照）のアンケ

ート調査をしたところ、この本を挙げられていた方もおられました。 

もし興味をもたれ、読んでみたいと思われた方に、ひとつだけアドバイスしたいの

は、第１章はつまらないので、その次の章から読まれることと（全部で１２章です）

をお勧めします。（S） 

 

図書館員の本箱 
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館名 日付 時間 対象 

中央図書館 １１月１０日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

１１月２５日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

高幡図書館 １１月１０日(水) 

  

15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

日野図書館 １１月１７日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

多摩平図書館 １１月１１日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

１１月 2４日(水) 15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

百草図書館 １１月１７日(水) 15:00～15:15 0～2 歳 

15:30～15:45 3～6 歳 

16:00～16:20 小学生 

平山図書館 １１月１８日(木) 10:30～10:45 0～2 歳 

 
１０月より、小学生向けおはなし会は 

申込み制で再開しました！ 
 
 

 １１/2（火）10 時～先着順で受け付けます。 

 保護者の方が各館（中央・多摩平・百草）へ来館、または電話で 

お申し込みください。 

詳細は、図書館 HP、または各館窓口へおたずねください。 
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おはなし会の予定は、図書館 HP の「子どもと本 »おはなし会」でもご確認いただけます。 

URL：https://www.lib.city.hino.lg.jp/forkids/ohanasikai/index.html 
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曜日 時間 駐車場 住所 11 月 12 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：00～11：00 石田環境プラザ 石田 1-13-4 
4 日 

 

18 日 

2 日 

 

16 日 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 

15：00～15：50 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 旭が丘 4-7-5 

第 1 

・ 

第 3  

 

金 

10：10～10：40 水車公園 万願寺 2-28 

5 日 

 

19 日  

3 日 

 

17 日 

11：00～11：25 新坂下公園 新町 3-18-7 

休止 大坂西公園（注※） 大坂上 1-14-4 

14：00～14：25 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

14：40～15：15 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：25～15：55 七ツ塚公園 新町 5-20-1 

第 2第 4

水 
10：00～12：00 旭が丘地区センター 旭が丘 5-1-1 

（旭が丘中央公園内） 

10 日 

24 日 

8 日

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：10～10：40 新井わかたけ公園 石田 270 

11 日 

 

25 日  

9 日 

 

23 日 

11：00～11：20 万願寺渡西公園 日野 7764 

11：30～12：00 万願寺中央公園 万願寺4-20-12 

14：00～14：30 ちょうまんぴら公園 百草 971-127 

14：40～15：20 百草団地アポロ広場 百草 999 

15：40～16：10 ほほえみ公園 南平 2-31-6 

 

第 2 

・ 

第 4  

 

金 

10：30～11：00 市営向川原団地 南平 5-30-1 

12 日 

 

26 日  

10 日 

 

24 日  

11：10～11：30 松風公園 南平 6-17-11 

11：40～12：00 貉谷戸公園 南平 9-16-10 

14：30～14：55 さいかちぜき公園 西平山 2-9-9 

15：15～15：45 西平山第１公園  西平山 5-28-1 

移動図書館ひまわり号 11 月・12月巡回日程 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 注※「大坂西公園」は工事のため、２０２２年６月（予定）まで巡回休止となります。 


